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■■■この曽根⽥通信は、私がこれまでご縁のあった⽅にだけ差し上げている個⼈通信です■■■ 

 3 ⽉末までの駆け込みに全⼒！の⽅も多い中、おかげさまで、弊社は来⽉から４期⽬を迎えることに
なります。皆様の応援あったからこそです。本当、ありがとうございます。 

◆ 収穫体験から農業体験へ ◆ 
12⽉から1⽉にかけて通った⼩松菜の収穫体験を
ご紹介しましたが、⾷育のためにはもっと本格的
にやらねば！と3⽉から農業体験ができる畑の利
⽤を申し込みました。 
 
 農家の⽅の指導の元、野菜を種苗（しゅびょ
う）から育て収穫します。収穫体験との違いはゼ
ロから育てること。⾃分で雑草取りや⾍・病気を
防がなければいけません。収穫は保証されないの
で、農家の⽅と同じ⼼持ちなのかもしれません。 
 

 
 植える野菜も数多く、１回⽬はジャガイモを植
えました。ジャガイモって⽔なしで育つそうで
す。恥ずかしなら初めて知りました。親の勉強に
もなりますね。6⽉に収穫予定なので雑草取りを
まめに⾏っていきます。 
 
 場所は⾃転⾞で15分ほど。息⼦と⼀緒にいけ
る距離です。⾃転⾞の練習にもなって⼀⽯⼆⿃。
⻑靴姿でロードバイクを⾛っている姿を⾒かけた
らきっとそれは私。恥ずかしがらずにぜひお声が
けください。 
 
 

◆ 財布の買い替え ◆ 
10年ほど使わせてもらった財布。⽷もほつれ⽪も
ボロボロになってしまっていたのですが、なかな
か買い換える気にならず１年ほど使い続けまし
た。でも⼩銭がこぼれてくるようになってしまっ
たので、さすがに買い換えることに。 
 
 海外ブランドや、アジアの格安製品に押されて
いる⽇本の職⼈を応援するため、メイドインジャ
パンにこだわって探してみると、意外とそのよう
な思いを前⾯に押し出しているお店があります。
その中でもビジネス⽤途を中⼼にしている、ココ
マイスターとファクトリエという2社に絞って店
舗へ⾒に⾏きました。 
 
 それぞれ素晴らしい落ち着いた店舗です。しっ
かりと思いを伝えていて素晴らしい。⻑く使いた
いので、薄さにこだわったファクトリエの財布に
後ろ髪を引かれつつ、より堅牢作られていると感
じたココマイスターで購⼊しました。永年保証が
付くのも魅⼒ですね。 

 
 財布を購⼊後、⾰のお⼿⼊れや⾰のうんちくが
メルマガで送られてきました。こうしたことをき
っちりやっているお店、魅⼒的ですね。しっかり
と⼿⼊れをして⼤切に使おうと思います。 
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◆ 追客サプリ ◆ 
̶ ⼝コミをWEBの世界で ー 
社内イントラネットで紹介されるや否や 
 弊社では毎年１〜２回、「アポジョーズ⼤賞」と
いうものを開催しています。弊社の「アポジョー
ズ」を活⽤した成功事例を応募いただき、その活⽤
度について１〜３位を決めるイベントです。応募し
てもらった⽅々同⼠で成功事例を共有することで、
アポジョーズの活⽤をさらに深めてもらうこと、そ
して⽇頃、やって当たり前と思われている営業の⽅
にスポットライトを当てたいという思いで開催をし
ています。 
 今年はあるハウスメーカー様が１位になりまし
た。表彰状、トロフィ、副賞を直接授与させてもら
い、記念撮影。担当者の⽅に社内のイントラネット
でも共有したいと⾔っていただけました。私として
は営業の⽅にスポットライトが当たることになれば
と思い、もちろん快諾しました。 
 後⽇、突然、その会社の別の部署の⽅から連絡を
いただきました。伺うと、その会社は様々事業を⾏
っていて全社員が閲覧できるイントラネットに表彰
の出来事が掲載されたとのこと。アポジョーズにつ
いて、詳しく話を聞きたいということだったので
す。その後、別の事業部の⽅からも連絡をいただき
ました。まさかこのような反応があるとは思わず、
びっくりしました。 
 後⽇談ですが、⼤賞１位の営業の⽅は、社内の
MVP にも輝いたそうです。営業担当の⽅の社内評
価にもつながって、本当に嬉しいお話です。 
 
BtoC では⼝コミが強⼒ 
 弊社の例をご紹介しましたが、BtoC では⼝頭で
紹介されることが多いと思います。でも実はインタ
ーネットで紹介と同じ効果が得られます。
Youtuber やパワーブロガーというフォロワーが数
千から数万いるインフルエンサーに取り上げられる
ことです。服や雑貨、化粧品ではすでにインフルエ
ンサーを活⽤したマーケティングが⾏われていま
す。 
 
 不動産、住宅業界ではどうでしょうか。私は強⼒
なインフルエンサーにより不動産、住宅が売れると
いうのはまだ⾒聞したことがないですが、家づくり
の進⾏をブログで紹介している⽅が多くいらっしゃ
います。 

こうしたブログを⾒て住宅購⼊・建築を検討してい
る⼈は多くなっています。⼈⽣最⼤の買い物ですの
で、失敗したくない。すると、他の⼈の経験談ほど
知りたいものはないですからね。 
 
⼝コミは集客だけでない 
 そして何より考えたいのは、こうしたブログ記事
を追客にも活⽤できる可能性があることです。 
 資料請求するエンドユーザーは、複数社に問い合
わせしていることがほとんどです。複数の会社があ
る中で、どこに依頼するか。そう考えるエンドユー
ザーは各社の⼝コミ、評判を気にするでしょう。そ
の時に WEB で検索して、その会社で家を購⼊し
た、建築した⼀部始終のブログがあればユーザーは
間違いなく熟読するでしょう。 
 
建築ブログが多いハウスメーカー 
 この戦略をうまくつかっているのが⼀○⼯務店さ
んだと捉えています。⼀○⼯務店さんで家を建築す
る⽅のブログ数が他のハウスメーカーに⽐べて異常
に多い。（にほんブログ村内） 
 ⼀○⼯務店さんはほとんど広告を出しません。出
すにしても折り込みチラシやポータルサイト掲載く
らいです。 
 ⾃社 HP も必要な情報を載せているくらい。それ
でも底堅く受注棟数を伸ばし、2017 年度はとうと
う業界２位の棟数を獲得しています。 
 
 断熱性能をはじめ商品が素晴らしい、こだわりを
持って建築している、など様々な要因が重なっての
ことと思いますが、検討しているお客様が⼀○⼯務
店のブログを⾒て、ここに頼めば間違いない、とい
う安⼼感があって受注棟数を伸ばしているのも⼤き
な要因であることは間違いないと思います。 
 
 ただ、こうしたブログには良くも悪くも担当者と
のやりとりが⾚裸々に書かれています。 
 営業担当や設計担当の⼀挙⼿⼀投⾜が WEB で公
開されるという覚悟が必要です。 
 ⼀朝⼀⼣にできることではないとは思いますが、
⼝コミを WEB 上で発⽣させる効果について、集
客、追客両⾯で考えてみてはいかがでしょうか。 
 
※「アポジョーズ」は弊社が提供するサービス名です。 



 3 

 

◆ 今⽉の上野◆ 
ヴェヌス サウス インディアン ダイニング 御徒町店 
 
ランチ先を探して御徒町ま
で歩いていた時にたまたま
⾒つけたカレー屋さんで
す。裏の路地にあるお店で
すが、結構⼈が⼊っている
ので、まあ、開拓してみよ
うかなという軽い気持ちで
⼊ってみました。 
 
 カレーが出てくると、写真のようにたくさんの
種類の料理がお盆にのっていて驚きましたが、そ
れ以上に、⼀つ⼀つがとても美味しい。１品⾷べ
るたびに、思わずうなづいてしまいました。 
 
 特に美味しかったのが、真ん中の混ぜごはん
（ビリヤニ？）。しっかりと味付けされていて、
スプーンが⽌まらない。たまたま⼊ったお店です
が、とても良い出会いをしました。 
 
場所は、路地を⼀本⼊ったところにある（多慶屋
さんの裏あたり）ので⾒つけづらいかもしれませ
んが、お近くにお⽴ち寄りの際はぜひ⾜を運んで
みてください 
 
 

◆ 今⽉の名⾔ ◆ 

 窮途の光景 歴ざるべからず 病中の趣味 嘗め

るざるべからず 

（人間、一人前になるには人生行路のくるしみも経験せねば

ならぬもの。また、病中の味わいも嘗めねばならぬものだ） 

 
 
 ⾃分が想定していない状況に⽴たされる。先⽉、
まさにそんな状況の時、これからどうしようかと思
案していたときに⾒つけた⾔葉です。 
 
 うまくいくだけが⼈⽣ではなく、むしろ想定しな
いことが起こるのが⼈⽣なのかもしれません。そん
な状況に⽴った時、怒ったり、悩んだり、怖がった
りしても、事態は悪化しがちです。 
 
 この体験は、運命が何かを教えてくれているのだ
と信じて、前向きに進めるようになりたいですね。 
 

◆ 今⽉の本 ◆ 
「⽇本電産流「V字回復経営」の教科書」 
 
つい最近、⽇本電産の永守社⻑が社
⻑を交代する記者会⾒をしました。
永守社⻑というもモーレツの代表の
ようなかたで知られています。私は
あまり存じ上げなかったのですが、
たまたまこの本を勧められて読んで
みたのです。 
 
 著者は永守社⻑のもとでM&Aと⽴て直しの陣頭指
揮をしてきた⽅です。M&Aはほとんどの場合、うま
くいかないケースが多いのですが、⽇本電産が⾏っ
たM&Aはすべて⿊字転換して成功しているそうで
す。そのノウハウがこの本に凝縮されていました。 
 本の中の６〜７割は営業について書かれていま
す。たとえば、新規客と既存客、新商品と既存商
品、これらを４象限に分類し、営業の攻め⽅を詳細
に解説されています。 
 
 営業の攻め⽅についてかなり⾼いレベルで体系⽴
てて解説しています。これほどまでに⼿の内を明か
していいのだろうか？というくらいターゲットの絞
り込み⽅などを披露してくれています。いわゆる個
⼈技や、スーパー営業マンといった類の本ではな
く、普通の営業担当が売上を達成できるようにする
ために、上司が⾏うべきこと、という視点で書かれ
ています。 
 
 内容はBtoBビジネス向けですが、BtoCビジネス
においても⼗分応⽤できる内容だと思います。 
 
 まだノウハウ編までしか読んでいませんが、すで
にすごい本だと感じています。今後は社内⾵⼟の変
⾰・モチベーションアップについての章に突⼊して
いきます。（著者いわく、これからが⼀番⼤事か
つ、⼀番初めにやるべきことだそうです） 
 
 私が新卒で⼊社した会社はコンサル会社でした
が、肌で感じていたのはいくらコスト削減をして利
益を出しても、社員のモチベーションをアップさせ
たり、売上が増えたりしないと本当の再⽣にはなら
ないということ。その秘訣を本で学べるとは思えな
いと考える⼀⽅、もしかしたら！と期待を⼤いに持
って読み進めていこうと思います。 
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〜 発⾏者コラム 〜 
・アルバイトが⼊社。お邪魔いたします。 
3⽉からアルバイトを1名採⽤しました。このニュー
スレターもそうですが、弊社では制作物を多く作っ
ています。そうした制作物をブラッシュアップし、
魅⼒あるものを作ってもらうことをお願いしていま
す。また、実際に弊社のクライアント様にも同⾏し
てもらい、どんなお客様に郵送物を送っているの
か、感じ取ってもらう予定です。ご挨拶の際は、よ
ろしくお願いいたします。 
 
・新しいスーツを購⼊。⼤切に使います。 
新しくスーツを購⼊しました。⾊は紺。パリッとし
たスーツは気分がいいですね。 
 話は変わりますが息⼦はなかなか物を捨てたがり
ません。たとえば２〜３歳の時に遊んでいたおもち
ゃ。今はもう遊んでいない。でも捨てると⾔うと泣
き始めます。愛着があるんですね。私もそれに感化
されて、モノに対する愛着が強くなりました。 
 今回の新しいスーツ。せっかく⾃分の体型に合わ
せて作ってもらったもの。着⽤後、忘れずにブラッ
シッングして⼤切に使っていこうと思います。 
 
・定期の⾃転⾞置き場に当選！安堵しました 
上野に事務所を引っ越してからこれまでずっと 1 ⽇
利⽤の駐輪場を使っています。でも事務所近くの定
期駐輪場があります。以前からその定期駐輪場を使
いたかったのですが、募集が毎年１回、2 ⽉のみだ
ったのでその時を待っていました。 
 そして先⽉、やっと到来したチャンスに応募し当
選することができました。ほっと安堵ですね。 
 
・釣り堀で最⾼記録。⽗の威厳は保たれた 
以前から息⼦と⼀緒に⾏っている釣り堀。3 ⽉に久
しぶりに⾏ったところ、なぜか⼊れ⾷い状態。１時
間で最⾼記録の１０匹（過去の最⾼は６匹）を釣り
上げることができました。これで⽗親の威厳は⾒せ
られたはず。今後は 5 歳の息⼦のサポート役に徹し
ようと思います。（今までそっちのけでした） 

 

【プロフィール】  
【⽒名】曽根⽥ 太郎 
【会社】株式会社追客⼒ 
【出⾝地】東京都江⼾川区 
【趣味】読書（特に歴史⼩説）、靴磨き 
【モットー】七転び⼋起き 
【その他】4 ⽉からいよいよ息⼦が年⻑になり
ます。1 年後には⼩学⽣になるかと思うと、⽉
⽇が経つのは本当に早いですね。 

【経歴】⼤学卒業後、会計系コンサル
ティング会社を経て、⼤⼿不動産ポー
タルサイト運営会社に営業として転
職。IT と不動産について学ぶ。その
後、WEB マーケティング会社を経
て、㈱追客⼒を設⽴。営業マンが尊敬
される社会を実現するべく、現在は営
業⽀援システムを開発・提供中。 

※個人通信が不要の方は恐れ入りますが、メール（soneda@follow-up.co.jp）か FAX（03-5539-4783）までご連絡いただければ幸いです。 

◆ ありがとうのコーナー ◆ 
ここでは私、曽根⽥が最近お世話になった⽅に改
めてお礼をお伝えさせていただきます。 
 
吉浜様…お引き合わせ、ありがとうございます！ 
松丘様…掲載、ありがとうございます！ 
澤⽥様…ご⽀援、ありがとうございます！ 
夏井様…名古屋、関⻄ありがとうございます！ 
藤井様…関⻄、ありがとうございます！ 
早坂さん…ご⽀援、ありがとうございます！ 
薦⽥さん…ご厚意、ありがとうございます！ 
太⽥さん…ご紹介、ありがとうございます！ 
⻑野さん…⾒学、ありがとうございます！ 
松崎さん…教えてくれてありがとうございます！ 
原⽥さん…共有、ありがとうございます！ 
⽥中さん…気づき、ありがとうございます。 
吉⽥さん…迅速な対応、ありがとうございます！ 
茂野さん…企画、ありがとうございます！ 
 
他にもここには書ききれない皆様へ。 
いつもありがとうございます！ 
 

「あなた」のこだわり、誰かに教えたいこと、
お待ちしております！ 
 
曽根⽥通信ではあなたからのお便りをお待ちし
ております。通信を読んでいただいた感想、ご
意⾒はもちろん、あなたの「このラーメン屋さ
んが美味しい」「この本を読んで感動した」
「このお菓⼦が⼿放せない」といった誰かに教
えてあげたい事でも結構です。お便りいただい
たかたには特別の「アレ」を進呈いたします！ 
 最近の私の教えてあげたい事は、⼤阪に⾏っ
た時に紹介してもらった「れだん」という懐⽯
料理店。気軽に⼊れる懐⽯料理店で、⾦額はと
てもリーズナブルなのに、料理が本当に美味し
い。⽇本酒もたくさんある（すべて１杯 500
円！）。幸せな時間を過ごさせていただきまし
た。関⻄在住の⽅、是⾮⽴ち寄ってみてくださ
い！⼈気店のため予約推奨です。 
 

曽根⽥太郎 


